
番号 被災者概要・ばく露形態 被災疾病名 ばく露事業場（当時） 和解金額 個別通知の有無 備考

1 石綿紡織作業に従事した労働者 石綿肺管理区分３（合併症なし）
井上石綿工業所、山仲進公石
綿工業所ほか複数

800万円 ×

2
石綿紡織作業（石綿ロープの製造及び混綿作
業）に従事した労働者

石綿肺管理区分２、続発性気管支炎（合
併症あり）

光陽石綿(株) 700万円 ×

3
石綿紡織作業（混綿、カード作業）に従事した労
働者

石綿肺による死亡 ナカタニ産業(株) 1300万円 ×

4
石綿紡織作業（混綿、リング作業）に従事した労
働者

肺がん 三井石綿工業所 1150万円 ×

5 石綿紡織作業に従事した労働者 石綿肺管理区分２（合併症なし） (株)新道製作所 550万円 ×

7 石綿紡織作業に従事した労働者 石綿肺管理区分４ 三好石綿工業(株) 1150万円 ×

8
運送会社で、石綿原料を石綿工場内へ運

び込む作業に従事した労働者
中皮腫 (有)泉南伊藤運送 1150万円 ×

9
塗料メーカーで、スレート見本製造作業に従事し
た労働者

肺がんによる死亡 千代田塗料(株) 1300万円 ×

10
石綿をブロックの原料に混入する作業に従事した
労働者

中皮腫による死亡 三美工業(株) 1300万円 ×

11
化学繊維製造工場で、機械の点検・調整・部品
交換などの際、石綿保温断熱材の着脱作業に従
事した労働者

中皮腫による死亡 ユニチカ(株)宇治事業所 1300万円 ×

12

レントゲン用真空管の製造作業に従事

し、石綿リボン等を切断して金具に巻き

付けたり剥がしたりする際や、保温断熱

材が貼り付けられた炉の開閉時にばく露

した労働者

肺がんによる死亡 (株)島津製作所 975万円 × 法定相続分

13
石綿紡織作業、廃石綿の回収、石綿パッキンの
荷造り等に従事した労働者

中皮腫による死亡 光陽(株) 1300万円 ×

14

自動車整備工。自動車の整備作業におい

てブレーキパッド、ブレーキライニング

等の部品交換の際にばく露した労働者

肺がん
近畿日野モーター(株)
大阪トヨタ自動車(株)

1150万円 〇

15
ブレーキライニング及びクラッチフェーシングの製
造作業に従事した労働者

中皮腫による死亡
三菱セメント石綿工業(株)大阪
工場

1300万円 〇

16
石綿管、石綿建材の製造加工作業に従事した労
働者

中皮腫による死亡 (株)クボタ神崎工場 335万2734円 〇 企業賠償あり

17
研究職。ケイ酸カルシウム保温断熱材の研究開
発、製造に従事した労働者

びまん性胸膜肥厚 日信化学工業(株)武生工場 1150万円 〇

18 石綿建材の面（バリ）取り作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 (株)明和塗装工業所 1300万円 〇

19
石綿板、ボイラー用のパッキンの製造、石綿紡織
作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 南紡績(株) 1300万円 〇

20 石綿紡織作業（カード作業）に従事した労働者 肺がんによる死亡 松枝産業(株) 1300万円 〇

21
営業職。石綿板等の加工工場に伝票を持参して
出入りする等した際にばく露した労働者

中皮腫による死亡 光進工業(株) 1300万円 〇

【大阪アスベスト弁護団が担当した工場型（泉南型）国賠訴訟　和解実績一覧】2022年11月1日現在

※下記事件は当弁護団が担当した事件の一部です。

※企業賠償は必ずしも当該ばく露事業場が支払ったものとは限りません。

https://asbestos-osaka.jp/all/news/1118/
https://asbestos-osaka.jp/all/news/1118/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/2646/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/2646/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/2646/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/2646/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/2646/
https://asbestos-osaka.jp/all/news/1378/
https://asbestos-osaka.jp/all/news/1378/
https://asbestos-osaka.jp/all/news/1378/


22
白石綿を用いて、スレート･押出成型セメント板
「アスロック」等の加工（切断を含む）作業に従事
した労働者

中皮腫による死亡 (株)ノザワ播磨工場 1300万円 〇

23
廃石綿の収集、廃石綿を再利用した石綿製品の
製造作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 大林石綿工場 1300万円 〇

24
石綿紡織作業（リング、カード作業）に従事した労
働者

石綿肺管理区分４ 藤本石綿紡績(株) 1150万円 〇

25
バルブ製造工場で、ネジをナットで締めて接合す
る際に、取り付けた石綿パッキンがこすれて破れ
る等してばく露した労働者

肺がんによる死亡 東亜高級継手バルブ製造(株) 1300万円 〇

26
石綿管、石綿建材の製造加工作業に従事した労
働者

肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場ほか 281万1213円 〇 企業賠償あり

27
工場内で梱包作業中、他社の吹付石綿に

曝露した労働者
中皮腫による死亡 ホクセイアルミニウム(株) 1300万円 〇

28
石綿管の製造加工作業、設備保全作業に従事し
た労働者

肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場 377万7098円 〇 企業賠償あり

29
ブレーキライニング及びクラッチフェーシングの製
造作業に従事した労働者

肺がんによる死亡 山田石綿工業(株)鳳工場 1300万円 〇

30 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場 769万9737円 〇 企業賠償あり

31
クラッチフェーシングの研磨作業に従事した労働
者

肺がんによる死亡 (株)エクセディ 788万7185円 〇 企業賠償あり

32 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 石綿肺による死亡 富士化工(株) 1300万円 〇

33

造船所で、船舶のボイラー製造作業に従

事し、保温断熱材を切断する際などにば

く露した労働者

中皮腫による死亡
川崎重工(株)神戸工場、播磨工
場

1300万円 〇

34
石綿紡織作業（クロス・ヤーン・パッキン製造作
業）及びカード機の針研ぎ、針布交換作業に従事
した労働者

石綿肺管理区分４ ナカタニ産業(株) 1150万円 ×

35
石綿紡織作業（ロービン、リング作業）に従事した
労働者

石綿肺管理区分２（合併症なし） 南石綿工業(株) 550万円 ×

36 石綿紡織作業（混綿作業）に従事した労働者 肺がんによる死亡 南石綿工業(株) 1300万円 ×

37 石綿製品の製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 日本バルカー(株)八尾工場 1300万円 ×

38
石綿紡織作業（石綿リボン、ロープ等の製造）に
従事した労働者

肺がんによる死亡 近畿(株) 1300万円 〇

39
ガスケットの製造加工作業（石綿含有耐熱シート
のプレス型抜き等）に従事した労働者

中皮腫による死亡 斉藤ガスケット工業(株) 1300万円 〇

40 石綿スレートの製造・出荷作業に従事した労働者 中皮腫による死亡 朝日石綿工業(株)大阪工場 1300万円 〇

41 石綿取扱作業場の巡回作業に従事した労働者 石綿肺による死亡 ニチアス(株)王寺工場 1300万円 〇

42
石綿管の製造加工作業、検査作業に従事した労
働者

中皮腫による死亡 (株)クボタ神崎工場 335万2956円 〇 企業賠償あり

43
石綿管を粉砕して再利用に適した石綿に再生す
る作業に従事した労働者

石綿肺による死亡 東亜石綿工業所 1300万円 〇

https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1478/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1478/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1568/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1568/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1568/


44
石綿管、石綿建材の製造加工作業に従事した労
働者

石綿肺による死亡 (株)クボタ神崎工場 982万3636円 〇 企業賠償あり

45

研究職。実験室で電気炉に使用する保温

断熱材を取扱い、ガラス管・鉄管の石綿

巻付・取外し作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 住友精化(株)別府工場 1300万円 ×

46 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場 459万0535円 〇 企業賠償あり

47
ブレーキライニング等の製造工程において、半製
品の運搬作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 久代ブレーキ工業(株) 1300万円 〇

48
石綿パッキン製造加工作業、倉庫内での製品整
理作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 安藤工業(株) 1300万円 ×

49
石綿紡織作業（混綿、リング、インター作業）に従
事した労働者

肺がん 三球石綿工業所 1150万円 〇

50 石綿紡織作業（混綿作業）に従事した労働者
石綿肺管理区分４

→　死亡
日の出アスベスト(株) 1150万円＋150万円 ×

石綿肺管理区分４で和解成立
後、死亡による差額分を追加請
求し、和解成立。

51

化学繊維製造工場で、急冷防止のため機

械に保温断熱材を巻く作業、石綿布を切

断して防熱手袋を製作する作業に従事し

た労働者

石綿肺管理区分２（合併症なし） 東レ(株)滋賀工場 550万円 〇

52 石綿紡織作業（ロービン作業）に従事した労働者 石綿肺による死亡 南海パッキン工業(株) 1300万円 〇

53
化学繊維製造工場で、紡糸機への保温断熱材
の取付け・取外し作業に従事した労働者

石綿肺による死亡 東レ(株)滋賀工場 1300万円 〇

54 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場 274万7985円 〇 企業賠償あり

55 石綿紡織作業（クロスの製造）に従事した労働者 石綿肺、肺がんによる死亡 五稜石綿(株) 1300万円 〇

56
石綿紡織作業（リング、インター、混綿、カード作
業）に従事した労働者

石綿肺管理区分２（合併症なし） (株)栄屋石綿紡織所 550万円 〇

57 石綿スレート製品の製造作業に従事した労働者 石綿肺管理区分４ 関西スレート(株)尼崎工場 866万6666円 〇 法定相続分

58
石綿管、石綿建材の製造加工作業に従事した労
働者

中皮腫による死亡 (株)クボタ神崎工場 273万0611円 〇 企業賠償あり

59 石綿紡織作業（混綿作業）に従事した労働者 石綿肺管理区分４ 山中石綿工業所 1150万円 〇

60 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場 281万5143円 〇 企業賠償あり

61
ガラス製品の製造作業に従事し、ハサミに巻き付
けられた石綿ロープ・クロスの除去・交換などによ
りばく露した労働者

中皮腫による死亡 日本電気硝子(株) 293万3880円 〇 企業賠償あり

62
石綿スレート製品の製造加工作業に従事した労
働者

中皮腫による死亡 三菱セメント建材(株)西宮工場 1300万円 ×

63 石綿工場で混綿、カード作業に従事した労働者 肺がんによる死亡
阿形石綿工業所、井関石綿工
業所、北浦瓦製作所

1300万円 〇

64
石綿紡織作業（石綿テープ、クロス製造）及び石
綿原石粉砕作業に従事した労働者

肺がんによる死亡 五稜石綿(株) 1300万円 〇

65
石綿工場で石綿テープ、クロス等の製造作業に
従事した労働者

石綿肺管理区分２（合併症なし）
泉紡織、阿形石綿工業所、帝国
アスベスト工業(株)

550万円 〇

https://asbestos-osaka.jp/all/news/1365/
https://asbestos-osaka.jp/all/news/1365/
https://asbestos-osaka.jp/all/news/1365/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1544/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1544/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1544/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1544/


66
電気炉の製造工程において、保温断熱材の切断
作業に従事した労働者

肺がんによる死亡 東海高熱工業(株) 1300万円 ×

67
石綿スレート板の切断作業及び石綿紡織作業
（クロスの製造）に従事した労働者

石綿肺管理区分３、続発性気管支炎（合
併症あり）
→　死亡

大元スレート(株)、宮本石綿工
業

950万円＋350万円 ×
石綿肺管理区分３＋合併症あり
で和解成立後、死亡による差額
分を追加請求し、和解成立。

68
炉の製造工程において、保温断熱材の切断作業
に従事した労働者

肺がんによる死亡 (株)久原製作所高槻工場 942万7533円 × 企業賠償あり

69
石綿紡織作業（リング、ロービン、混綿作業）に従
事した労働者

中皮腫による死亡
金沢石綿、光石綿工業所、金山
石綿

1300万円 〇

70 石綿紡織作業（リング作業）に従事した労働者 石綿肺による死亡
原口石綿工業(株)、三洋石綿工
業所、梶本石綿工業所

650万円 〇 法定相続分

71
石綿原料の工場内への運び込み作業、混綿作
業、石綿製品梱包の管理監督作業等に従事した
労働者

肺がんによる死亡 藤本石綿紡績(株) 1300万円 〇

72 石綿紡織作業（リング作業）に従事した労働者 石綿肺による死亡 ナカタニ産業(株) 1300万円 〇

73 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 石綿肺管理区分２（合併症なし） (株)クボタ神崎工場 550万円 〇

74 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場 493万8459円 〇 企業賠償あり

75 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場 553万0654円 〇 企業賠償あり

76
石綿管、石綿建材の製造加工作業に従事した労
働者

中皮腫による死亡 (株)クボタ大浜工場神崎分工場 311万6701円 〇 企業賠償あり

77 石綿紡織作業（リング作業）に従事した労働者 肺がんによる死亡
西河石綿工業所、藤本石綿紡
績(株)

1191万6666円 〇 法定相続分

78
石綿管の製造加工作業、石綿の掻き出し作業に
従事した労働者

中皮腫による死亡 (株)クボタ神崎工場 1300万円 〇 企業賠償あり

79
石綿管の製造加工作業、検査作業に従事した労
働者

びまん性胸膜肥厚 (株)クボタ神崎工場 278万3324円 〇 企業賠償あり

80 石綿紡織作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 南海パッキン工業(株) 1300万円 〇

81
石綿製品の検品、出荷立会、運搬作業に

従事した労働者
中皮腫による死亡 関西スレート(株)尼崎工場 1300万円 〇

82 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 中皮腫による死亡 (株)クボタ神崎工場 521万0261円 〇 企業賠償あり

83
石綿スレート製品の出荷事務作業及び石綿ス
レート切断加工作業に従事した労働者

肺がんによる死亡 朝日石綿工業(株)大阪工場 1300万円 〇

84
石綿スレート製造加工作業及びトラック積込作業
に従事した労働者

肺がんによる死亡 (株)ノザワ 1300万円 〇

85
石綿製品製造工場への機械搬入作業等に従事
した労働者

肺がんによる死亡 ニチアス(株)袋井工場ほか 1300万円 〇

86

石綿麻袋再生作業（原料石綿が入ってい

た麻袋（ドンゴロス）を解体してリボン

状にする作業）に従事した労働者

中皮腫による死亡 ヘッシャン商事(株) 1300万円 〇

87
電車車両の上げ蓋の加工・組立作業に従事した
労働者

中皮腫による死亡 アルナ工機(株) 1300万円 ×

88

フィルム製造工程において、原料機や押

出機等の機器周りの保温断熱材（石綿布

団）の交換・着脱作業に従事した労働者

石綿肺による死亡 東レ(株)滋賀工場 1300万円 〇 企業賠償あり

https://asbestos-osaka.jp/all/recent/2845/
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89

三菱重工神戸造船所の構内下請として、

石綿布団製造、石綿布切断作業に従事し

た労働者

肺がんによる死亡 河原冷熱工業(株) 1300万円 〇

90 石綿建材の製造作業に従事した労働者 中皮腫による死亡 ニチアス(株)王寺工場 963万6364円 〇 企業賠償あり

91
石綿スレート製品製造作業、運搬作業に従事し
た労働者

肺がんによる死亡 三菱セメント建材(株)西宮工場 1300万円 〇

92

石綿麻袋再生作業（原料石綿が入ってい

た麻袋（ドンゴロス）を解体してリボン

状にする作業）に従事した労働者

中皮腫による死亡 ヘッシャン商事(株) 1300万円 〇

93
石綿管の製造加工作業、出荷作業に従事した労
働者

肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場 672万6724円 〇 企業賠償あり

94 石綿紡織作業（ロ－ビン作業）に従事した労働者 肺がん、石綿肺による死亡
三好石綿工業(株)、北村石綿、
ナカタニ産業(株)、(株)旦暮商店

1300万円 〇

95

ナイロン紡糸機（ダウサムボックス）の製造工程
において、機器内に石綿布団・石綿原料を詰め
込む作業、溶接時の余熱保持・火花養生のため
石綿布を切断する作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 東レエンジニアリング(株) 1300万円 〇

96 石綿スレート製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 (株)ノザワ播磨工場 1300万円 〇

97 石綿紡織作業（ロ－ビン作業）に従事した労働者 肺がんによる死亡 松枝産業(株) 1300万円 〇

98
ブレーキライニング等の製造工場で、機械のメン
テナンス作業に従事した労働者

石綿肺による死亡 久代ブレーキ工業(株) 1300万円 〇

99
石綿紡織作業（混綿、カード作業）に従事した労
働者

肺がんによる死亡 草竹工業所 1300万円 〇

100
石綿紡織作業（混綿、カード作業）に従事した労
働者

石綿肺管理区分２、続発性気管支炎（合
併症あり）

原口石綿工業(株)、ユタカ石
綿、南石綿

700万円 〇

101
石綿管の製品検査及び製品試験に従事した労
働者

肺がんによる死亡 (株)クボタ神崎工場 89万8795円 × 企業賠償あり

102
石綿紡織作業（ロービン、リング作業）に従事した
労働者

石綿肺管理区分２（合併症なし）
→　続発性気管支炎（合併症あり）

湖山石綿、光石綿工業所、光和
石綿

550万円＋150万円 ×

石綿肺管理区分２で和解成立
後、続発性気管支炎（合併症）
を発症したため、差額分を追加
請求し、和解成立。

103
石綿紡織作業（混綿作業、石綿ロープ製造）に従
事した労働者

石綿肺による死亡 南海アスベスト(株) 1300万円 〇

104
石綿ジョイントシートの製造作業に従事した労働
者

中皮腫による死亡 安藤工業(株) 1300万円 〇

105 石綿紡織作業に従事した労働者 石綿肺による死亡 米崎石綿工業所 1300万円 〇

106 石綿紡織作業（ロービン作業）に従事した労働者 肺がんによる死亡
大正アスベスト、南産業、松山
石綿

1300万円 ×

107

電車車両の製造工程において、内装部品

の接着・組立作業に従事し、溶接時に石

綿布・石綿粉を使用した労働者

中皮腫による死亡 近畿車輌(株) 1300万円 ×

108 石綿紡織作業に従事した労働者 石綿肺による死亡 ニチアス(株)王寺工場 1300万円 〇

109 石綿管の製造加工作業に従事した労働者 石綿肺による死亡 (株)クボタ神崎工場 272万1781円 〇 企業賠償あり

110
石綿管、石綿建材の製造加工作業に従事した労
働者

石綿肺による死亡 (株)クボタ神崎工場 269万8721円 〇 企業賠償あり

111 石綿紡織作業に従事した労働者 石綿肺管理区分２（合併症なし） ニチアス(株)王寺工場 550万円 〇

https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1568/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1568/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1568/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1589/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1589/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/1589/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/3089/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/3089/
https://asbestos-osaka.jp/all/recent/3089/


112

電車車両の冷暖房設備の設置修繕工程に

おいて、車両天井の保温断熱材の切断作

業に従事した労働者

中皮腫による死亡 (株)大島製作所 1300万円 ×

113 石綿紡織作業に従事した労働者 中皮腫による死亡 竜田工業(株) 1300万円 ×

114
石綿紡織作業（クロス製造）、ブレーキライニング
製造作業に従事した労働者

石綿肺による死亡 山田石綿工業(株) 1300万円 〇

115 石綿紡織作業に従事した労働者 石綿肺による死亡 西河石綿工業所 1191万6666円 × 法定相続分

116 石綿スレート製品の製造作業に従事した労働者 肺がん 関西スレート(株)尼崎工場 1150万円 〇

117
石綿工場で石綿紡織作業及びクラッチ板・ブレー
キライニングの製造作業に従事した労働者

肺がんによる死亡 帝国アスベスト(株) 1300万円 〇

118
石綿紡織作業、石綿布団の製造作業に従事した
労働者

肺がんによる死亡
ホンテス工業(株)（藤本石綿紡
績(株)）

1300万円 〇

119 石綿建材の製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 日本バルカー工業(株)安中工場 1300万円 〇

120 石綿スレートの製造加工作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 (株)ノザワ神戸工場 1300万円 〇

121 石綿スレートの製造加工作業に従事した労働者 中皮腫による死亡 (株)ノザワ高砂工場、播州工場 1300万円 ×

122 石綿紡織作業（リング作業）に従事した労働者 肺がんによる死亡 ニチアス(株)王寺工場 1150万円 ×

123

石綿麻袋再生作業（原料石綿が入ってい

た麻袋（ドンゴロス）を解体してリボン

状にする作業）に従事した労働者

中皮腫による死亡 辻尾隆商店 1300万円 ×

124

石綿麻袋再生作業（原料石綿が入ってい

た麻袋（ドンゴロス）を解体してリボン

状にする作業）に従事した労働者

石綿肺による死亡
(株)西本商店（分工場横田商
店）

1300万円 ×

125
石綿スレートの製造作業及び石綿紡織作業に従
事した労働者

中皮腫による死亡 大元スレート(株) 1300万円 ×

126 石綿シートの製造作業に従事した労働者 中皮腫による死亡 川路工業(株) 1300万円 〇

127 石綿スレートの製造作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 朝日石綿工業(株) 1149万6562円 × 企業賠償あり

128

電車車両の製造工程において、高温電機

部や電線、配管への石綿テープ、石綿

パッキンの取付作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 近畿車輌(株) 1300万円 ×

129
石綿製品の製造工程において石綿原料の計量
作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 ニチアス(株)王寺工場 1300万円 ×

130
ケイカル保温断熱材の開発作業、開綿作業に従
事した労働者

石綿肺管理区分２（合併症なし）
ニチアス(株)鶴見研究所、王寺
工場

550万円 〇

131 石綿紡織作業（リング作業）に従事した労働者
肺がん
→　死亡

藤本石綿紡績(株)、栄屋石綿紡
織書(株)

1150万円＋150万円 ×
肺がんで和解成立後、死亡によ
る差額分を追加請求し、和解成
立。

132
石綿紡織作業（混綿、カード作業）に従事した労
働者

石綿肺管理区分３、続発性気管支炎（合
併症あり）
→　死亡

藤本石綿紡績(株)、光石綿工業
所

950万円＋350万円 ×
石綿肺管理区分３＋合併症あり
で和解成立後、死亡による差額
分を追加請求し、和解成立。

133
クラッチフェーシング及びブレーキライニングの製
造作業、石綿紡織作業（混綿、カード、織布、編
組作業）に従事した労働者

肺がん 日東石綿工業、光陽石綿(株) 1150万円 ×
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134
石綿パッキン、保温断熱材の製造作業に

従事した労働者
中皮腫による死亡 (株)大阪パッキング製造所 1300万円 ×

135

石綿麻袋再生作業（原料石綿が入ってい

た麻袋（ドンゴロス）を解体してリボン

状にする作業）に従事した労働者

中皮腫による死亡
(株)西本商店（分工場横田商
店）

1300万円 ×

136
石綿紡織作業（混綿、カード作業）に従事した労
働者

びまん性胸膜肥厚、肺がん
→　死亡

協和石綿工業所、南海アスベス
ト(有)、井上石綿工業所、ユタカ
石綿工業(株)、藤本産業(株)

1150万円＋150万円 ×
肺がん、びまん性胸膜肥厚で和
解成立後、死亡による差額分を
追加請求し、和解成立。

137
石綿紡織作業（ロービン、リング、インター作業）
に従事した労働者

石綿肺管理区分２、続発性気管支炎（合
併症）あり
→　死亡

光陽石綿(株)、日光アスベスト
工業所

700万円＋600万円 ×
石綿肺管理区分２＋合併症あり
で和解成立後、死亡による差額
分を追加請求し、和解成立。

138 石綿紡織作業に従事した労働者 肺がん
芙蓉石綿、森口工業所、阿形石
綿、草竹工業所

1150万円 〇

139 石綿紡織作業（混綿、カード）に従事した労働者
石綿肺管理区分２、続発性気管支炎（合

併症あり）
(株)草竹工業所 700万円 ×

140 石綿布団の製造 肺がんによる死亡 大冷工業(株) 975万円 × 法定相続分

141
石綿紡織作業（リング、インター）に従事した労働
者

石綿肺による死亡 近畿アスベスト(株) 1300万円 ×

142 石綿紡織作業（リング）に従事した労働者 石綿肺・肺がんによる死亡
西河石綿工業所、マルイ物産
(株)、津田産業(株)、ミツイ

1300万円 ×

143
石綿紡織作業（リング、インター）に従事した労働
者

肺がん 藤本石綿紡績(株) 1150万円 ×

144
①豆炭あんかの製造、②ブレーキライニングの研
磨

石綿肺管理区分４ (株)メイコー、三和オート 1150万円 ×

145 石綿紡織作業（ロービン）に従事した労働者 石綿肺管理区分２ 和泉石綿工業所 550万円 ×

146 石綿製品の製造・加工作業に従事した労働者 石綿肺管理区分２ (株)新道製作所 550万円 ×

147
石綿紡織作業（カード、機械整備）に従事した労
働者

肺がんによる死亡 ナカタニ産業(株) 1300万円 ×

148
石綿シートの裁断、型抜き作業に従事した労働
者

中皮腫による死亡 平田パッキン工業(株) 975万円 × 法定相続分

149 石綿紡織作業（リング）に従事した労働者 石綿肺管理区分２ 仲谷石綿工業(株) 550万円 ×

150 石綿紡織作業（ロービン）に従事した労働者 石綿肺管理区分２
和泉石綿工業所、梶本石綿工
業所

550万円 ×

151
石綿紡織作業（カード、パッキン）に従事した労働
者

石綿肺管理区分２、続発性気管支炎（合
併症あり）

仲谷石綿工業(株) 700万円 ×

152 石綿紡織作業（カード）に従事した労働者 石綿肺による死亡 伊藤石綿工業所 1300万円 ×

153 石綿紡織作業（混綿、カード）に従事した労働者 石綿肺・びまん性胸膜肥厚による死亡 栄屋石綿(株) 1300万円 ×

154 石綿スレートの製造作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 朝日石綿工業(株)大阪工場 687万3119円 × 企業賠償あり

155
石綿耐火シートの切断作業、石綿断熱・保温材
の巻き付け除去作業に従事した労働者

肺がんによる死亡 川崎電機製造(株) 1300万円 × 企業賠償あり

https://asbestos-osaka.jp/all/recent/2847/
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156
石綿含有保温材を使用したボイラー等の

点検・補修作業に従事した労働者
肺がんによる死亡 ユニチカ(株)宇治事業所 1300万円 〇

157
保温材及び断熱材として石綿シート等が使用さ
れているヒーターの日常整備および定期整備等
に従事した労働者

石綿肺による死亡 東レ(株)滋賀工場 1300万円 〇

158 石綿布団の製造に従事した労働者 肺がんによる死亡 大冷工業(株) 975万円 × 法定相続分

159
トラック運転手として石綿原料及び石綿製品の運
搬に従事した労働者

びまん性胸膜肥厚による死亡 砂川運送(株) 1300万円 ×

160

自動車部品工場における部品塗装業務に

従事し、塗装液を温めるために設置され

ていたボイラーの断熱材として使用され

ていた石綿の修復作業等によりばく露し

た労働者

中皮腫による死亡 白木金属工業(株) 650万円 × 法定相続分

161
石綿含有パッキンの切り抜き等に従事した労働
者

びまん性胸膜肥厚 住友電気工業(株)大阪製作所 1150万円 ×

162
溶接工として鉄道車両内部の吹付作業に

従事した労働者
中皮腫による死亡 川崎重工(株)兵庫工場 690万9090円 企業賠償あり

163

鋳物作業に従事する際、取鍋の蓋に使用

されていた石綿の張替作業によりばく露

した労働者

中皮腫・肺がんによる死亡
ヤンマーディーゼル(株)神崎工
場

1289万円 〇 企業賠償あり

164
乾燥機組立て、保温板組立て作業に従事した労
働者

中皮腫による死亡 井上金属工業（株） 1300万円 〇

165

ボイラー釜・蒸気配管の保守管理業務に従事し、
保温材の取外し、点検や取付作業の際、石綿布
団や半円筒状の保温材、石綿テープなどの石綿
含有製品からばく露した労働者

中皮腫による死亡 (株)カネカ　高砂工業所 1299万7024円 〇 企業賠償あり

166
アルバイトとして、石綿が付着した麻袋

の切断作業に従事した労働者
肺がんによる死亡

(株)西本商店（分工場横田商
店）

1300万円 ×

167
石綿紡織作業（リング、ワインダー）に従事した労
働者

肺がん ナカタニ産業(株) 1150万円 ×

168

自動車整備工場における、車のブレーキ

やクラッチ等の整備や交換等の作業に従

事した労働者

中皮腫 タナカ調和自動車工業所 1150万円 ×

169
紡糸工程に従事する際、生産設備の点検や修
理、解体時に断熱材として使用されていた石綿に
ばく露した労働者

肺がんによる死亡 東レ(株)滋賀工場 1300万円 × 企業賠償あり

170
石綿をほぐして製品として梱包する作業に従事し
た労働者

肺がんによる死亡 吉川アスベスト工業(株) 1300万円 〇

171
石綿が付着した麻袋を切断し、布状に縫製する
作業に従事した労働者

肺がん (株)辻尾隆商店 1150万円 〇

172 石綿製品（石綿ロープ）の製造に従事した労働者 肺がん ニチアス(株)王寺工場 1150万円 ×

173 石綿糸、石綿布等の製造作業に従事した労働者 肺がんによる死亡 山東石綿、(有)阪和アスベスト 1300万円 ×

174
メカニカルシールの肉盛溶射作業に従事し、粗熱
を採るため石綿の入ったドラム缶に製品を出し入
れし、ばく露した労働者

中皮腫による死亡 川口工業(株) 1150万円 ×

175
石綿含有配管のジョイント部材の施盤加工業務
に従事した労働者

中皮腫による死亡 (株)中川工業所 1300万円 ×

176

自動車整備工場における、車のブレーキ

やクラッチ等の整備や交換等の作業に従

事した労働者

中皮腫による死亡
(株)平野日産サービス、大阪日
産自動車(株)

1300万円 ×
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177
石綿紡織製品の混綿作業・配送業務に従事した
労働者

中皮腫 藤本石綿紡績(株) 1150万円 ×

178 車両の断熱材として吹付作業に従事した労働者 中皮腫による死亡 日本車輌製造(株)　豊川製作所 1300万円 × 企業賠償あり

179

自動車整備工として、ブレーキライニン

グの交換、クラッチの分解点検作業に従

事した労働者

中皮腫 山本自動車工業所 1150万円 ×

180
工場内でテレビのブラウン管の受け皿やスレート
の切断作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 (株)都島パッキング工業商会 1300万円 ○

181
自動車整備工として、ブレーキライニン

グの交換等に従事した労働者
石綿肺による死亡 (株)マツダオート大阪 1300万円 ×

182
炉内で石綿板を切断し、貼り付ける作業

に従事した労働者
中皮腫 光洋精工(株) 1150万円 ×

183
石綿パイプ及び建材の製造機械の修繕作業に
従事した労働者

中皮腫による死亡 (株)クボタ　神崎工場 1300万円 ○

184 石綿製品の製造に従事した労働者 肺がんによる死亡 ニチアス(株)王子工場 1300万円 ○ 企業賠償あり

185 石綿糸の粗紡作業に従事した労働者 中皮腫による死亡 五稜石綿(株) 1300万円 ○

186
石綿板を製造する工場に入って石綿板を運ぶ作
業

中皮腫 五稜石綿(株) 1150万円 ×

187
循環用送風機の製缶作業に従事した労働

者
中皮腫による死亡 新喜島工業(株) 1300万円 ×

188
石綿含有住宅建材の塗装研磨作業に従事した
労働者

中皮腫による死亡 (株)クボタ　神崎工場 441万7659円 ○ 企業賠償あり

189
ナイロン製造機械の高温部（ダウサムボックス）
付近での配管作業に従事した労働者

中皮腫による死亡 帝人(株)三原工場 1300万円 ×
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